
〝空〟 
頭⽪環境：☆☆☆☆☆ 
保湿    ：☆☆☆ 
⽑髪補修：☆☆ 
ツヤ    ：☆ 

全成分 

 ⽔、オレフィン（Ｃ１４-１６）スルホン酸Ｎａ、ラウリルグルコシド、コカミドメ

チルＭＥＡ、コカミドプロピルベタイン、ベタイン、ポリクオタニウム-１０、ツバ

キ油、チョウジエキス、アルニカ花エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダ

ガラシ/葉/茎エキス、アロエベラ液汁、ゴボウ根エキス、カワラヨモギ花エキス、セ

イヨウキズタ花/葉/茎エキス、ニンニク根エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ロ

ーズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス、ポリソルベート８０、安息⾹酸Ｎａ、

カプリル酸グリセリル、メチルイソチアゾリノン、クエン酸、ＥＤＴＡ-２Ｎａ、BG、

⾹料 

 

 

有効成分 

ツバキ油… 

保湿、⽑髪補修、柔軟効果、抗酸化、紫外線吸収、抜け⽑・⽩髪・フケ・かゆみ防⽌ 

チョウジエキス… 

抗肌荒れ、抗ニキビ、殺菌、抗炎症、⾎⾏促進、防腐効果 

アルニカ花エキス… 

抗炎症、収れん、⾎⾏促進 



オドリコソウ花/葉/茎エキス… 

保湿、抗炎症、収れん 

オランダガラシ/葉/茎エキス… 

美⽩、保湿、抗菌、⾎⾏促進 

アロエベラ液汁… 

美⽩、保湿、抗炎症、細胞活性化、 

ゴボウ根エキス… 

保湿、収れん、⾎⾏促進 

カワラヨモギ花エキス… 

保湿、収れん、消炎、抗菌、殺菌 

セイヨウキズタ花/葉/茎エキス… 

美⽩、保湿、⽪膚弾⼒改善、⽪膚柔軟、抗炎症、抗ニキビ、洗浄 

ニンニク根エキス… 

⾎⾏促進、抗酸化、抗菌 

セイヨウアカマツ球果エキス… 

保湿、収れん、消炎、⾎⾏促進 

ローズマリー葉エキス… 

抗酸化、抗炎症、抗菌、⾎流促進、メラニン⽣成抑制 

ローマカミツレ花エキス… 

収れん、消炎、抗菌、殺菌、頭⽪代謝活性化 

ベタイン… 



保湿、⽪膚柔軟効果、帯電防⽌ 

 

 

 

 

〝⻘〟 
保湿    ：☆☆☆☆☆ 
⽑髪補修：☆☆☆☆☆ 
ツヤ    ：☆☆ 
ハリコシ：☆ 
 

全成分 

⽔、セタノール、グリセリン、シクロペンタシロキサン、イソノナン酸イソノニル、

ＤＰＧ、ステアルトリモニウムクロリド、エタノール、⽔添ポリイソブテン、ベヘン

トリモニウムクロリド、オクチルドデカノール、ツバキ油、ヒアルロン酸ヒドロキシ

プロピルトリモニウム、アルガニアスピノサ核油、ヨーロッパキイチゴ種⼦油、ホホ

バ種⼦油、メドウフォーム油、オレンジラフィー油、ローズヒップ油、アボカド油、

ヤシ油、⽉⾒草油、コメ胚芽油、マカデミアナッツ油、アーモンド油、シア脂、ヘー

ゼルナッツ油、ブドウ種⼦油、ステアリン酸グリセリル、ダイマージリノール酸ダイ

マージリノレイル、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、（メタクリル酸グ

リセリルアミドエチル／メタクリル酸ステアリル）コポリマー、ベタイン、ヘマチン、

ポリクオタニウム-１０、ポリクオタニウム-51 ココイルアルギニンエチルＰＣＡ、

ジメチコン、ＢＧ、イソプロパノール、エチドロン酸、メチルイソチアゾリノン、⾹

料 



 

 

有効成分 

ツバキ油… 

保湿、⽑髪補修、抗酸化、紫外線吸収、 

ヒアルロン酸… 

保湿、柔軟効果 

アルガニアスピノサ核油（アルガンオイル）… 

保湿、⽑髪柔軟効果、抗酸化、ヒートプロテクト 

ヨーロッパキイチゴ種⼦油… 

抗酸化、紫外線吸収 

ホホバ種⼦油… 

保湿、抗酸化、紫外線吸収 

メドウフォーム油… 

保湿、紫外線吸収、静電気防⽌、ヒートプロテクト 

オレンジラフィー油… 

保湿、頭⽪⽑髪柔軟 

ローズヒップ油… 

保湿 

アボカド油… 

保湿、⽑髪補修、紫外線吸収、ヒートプロテクト 



ヤシ油… 

保湿、⽑髪補修、抗酸化、ヒートプロテクト 

⽉⾒草油… 

保湿、柔軟効果、抗酸化 

コメ胚芽油… 

保湿、キューティクル修復、紫外線吸収 

マカデミアナッツ油… 

保湿、柔軟効果 

アーモンド油… 

保湿、柔軟効果 

シア脂… 

保湿、抗酸化、抗炎症、紫外線級、ヒートプロテクト 

ヘーゼルナッツ油… 

保湿、抗酸化、紫外線吸収 

ブドウ種⼦油… 

保湿、抗酸化 

ベタイン… 

保湿、柔軟効果、帯電防⽌ 

ヘマチン… 

⽑髪補修、残留アルカリ除去、カラー褐⾊防⽌、紫外線吸収、消臭 

ポリクオタニウム（リピジュア）… 



保湿 

 

 

 

 

 

 

〝愛〟  
保湿       ：☆☆☆☆ 
⽑髪補修   ：☆☆ 
ツヤ       ：☆☆☆☆☆ 
ハリコシ   ： 

全成分 

シクロペンタシロキサン、ジメチコノール、イソノナン酸イソノニル、ツバキ油、ポ

リクオタニウム−51、アルガニアスピノサ核油、ヨーロッパキイチゴ種⼦油、ホホバ

種⼦油、メドウフォーム油、オレンジラフィー油、ローズヒップ油、アボカド油、ヤ

シ油、⽉⾒草油、コメ胚芽油、マカデミアナッツ油、アーモンド油、シア脂、ヘーゼ

ルナッツ油、ブドウ種⼦油、BG、⾹料  

 

 

有効成分 

ツバキ油… 

保湿、⽪膚弾⼒改善、抗酸化、紫外線吸収、切れ⽑・枝⽑防⽌ 



アルガニアスピノサ核油（アルガンオイル）… 

保湿、⽑髪柔軟、抗酸化、ヒートプロテクト 

ヨーロッパキイチゴ種⼦油… 

抗酸化、紫外線吸収 

ポリクオタニウム（リピジュア）… 

保湿 

ホホバ種⼦油… 

美肌、保湿、抗酸化、抗炎症、抗菌、紫外線吸収、頭⽪代謝活性化 

メドウフォーム油… 

保湿、紫外線吸収、静電気防⽌、ヒートプロテクト 

オレンジラフィー油… 

保湿、頭⽪⽑髪柔軟 

ローズヒップ油… 

保湿 

アボカド油… 

保湿、⽑髪補修、紫外線吸収、ヒートプロテクト 

ヤシ油… 

保湿、⽑髪補修、抗酸化、ヒートプロテクト 

⽉⾒草油… 

保湿、柔軟効果、抗酸化 

コメ胚芽油… 



保湿、キューティクル修復、紫外線吸収 

マカデミアナッツ油… 

保湿、柔軟効果 

アーモンド油… 

保湿、柔軟効果 

シア脂… 

保湿、抗酸化、抗炎症、紫外線級、ヒートプロテクト 

ヘーゼルナッツ油… 

保湿、抗酸化、紫外線吸収 

ブドウ種⼦油… 

保湿、抗酸化 

ポリクオタニウム（リピジュア）… 

保湿 

 

 

 

 

 

〝緑〟 
保湿       ：☆☆ 
⽑髪補修   ：☆☆ 
ツヤ       ：☆☆ 
ハリコシ   ：☆☆☆☆ 



全成分 

⽔、ミリスチン酸イソプロピル、セタノール、ＤＰＧ、シクロペンタシロキサン、ス

テアリン酸、パルミチン酸セチル、ペンチレン、グリコール、セテス-７、セテス-２

０、ステアリン酸グリセリル（ＳＥ）、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒド

ロキシプロピル加⽔分解ケラチン、ツバキ油、ポリクオタニウム-51、シア脂、アル

ガニアスピノサ核油、ヨーロッパキイチゴ種⼦油、（加⽔分解シルク／ＰＧプロピル

メチルシランジオール）クロスポリマー、カルボマー、⽔添ポリイソブテン、ジメチ

コノール、フェノキシエタノール、ＴＥＡ、BG、⾹料 

 

 

有効成分 

ツバキ油… 

保湿、⽪膚弾⼒改善、抗酸化、紫外線吸収、切れ⽑・枝⽑防⽌ 

ポリクオタニウム（リピジュア）… 

保湿 

シア脂… 

保湿、抗酸化、抗炎症、紫外線級、ヒートプロテクト 

アルガニアスピノサ核油（アルガンオイル）… 

保湿、⽑髪柔軟、抗酸化、ヒートプロテクト 

ヨーロッパキイチゴ種⼦油… 

抗酸化、紫外線吸収 



 

 

 

 

 

〝かわさき名産品〟とは 

 

 「かわさき名産品」は、川崎市内で⽣産・製造・加⼯・販売されている品物の中か

ら、おみやげにも使えるような川崎らしい品物を、川崎市・川崎商⼯会議所及び⼀般

社団法⼈川崎市観光協会などで構成される「かわさき名産品認定事業実⾏委員会」が

認定しているものです。 

 この名産品認定事業は、認定した名産品を広く市内外に紹介、宣伝及び販売促進す

ることにより、市内産業の振興に寄与するとともに、川崎のイメージアップや観光振

興につなげることを⽬的としています。 

http://www.k-kankou.jp/special/index.html（外部リンク） 

 

この度、〝川崎の恵 空 ⻘ 愛〟は「かわさき名産品 2018-2020」に認定して頂きま

した。 

 

 

 



 

 

〝川崎の恵〟価格について 

 

ヘアケア製品の価格とは何で決まるのか？ 

それは主には「成分」と「コスト」で決まります。 

どの様な製品であってもラベルを確認して頂くと、全てのシャンプーやトリートメ

ントの主成分の始めに⽔と表記してあります。以降配合量の多い成分が順に表記し

てあります。 

⽔をより多く配合すればするほど安く作ることができます。 

更に価格はその成分の量によっても違います。 

⽔の配合量多めに作る、⼜は⼈⼯的に量産できる成分を配合量多めに作る、⼜はその

両⽅であれば原価を抑え、 

ヘアケア製品の価格は安くなります。 

逆に、頭⽪や髪に優しい成分は天然成分であることが多いです。採取が難しい、絶対

数が少ないという天然成分等の希少な成分を使っていれば原価が⾼くなり、 

ヘアケア製品の価格は⾼くなります。 

つまり、頭⽪や髪に良いと呼ばれるヘアケア製品はどうしても価格が⾼くなってし

まいます。 

⽣産コスト以外には、宣伝広告費、流通（運送費、⼈件費）等もコストになります。 

上記によってヘアケア製品の価格が決まるので、⼀概に⾼い＝良いとは⾔い切れま



せんが、その可能性は⾼いと⾔えます。 

そして良いヘアケア製品というのは髪質、ダメージ、好みによって⼈それぞれ様々な

ので、美容室専売品が良く市販がダメとは⾔い切れませんが、 

地元を愛する全ての⼈たちに笑顔になって頂けるように⼼を込めて作りましたと⾔

い切れます。 

〝川崎の恵〟の全製品は、それとしての性能や効能や使い⼼地が損なわない限界ま

で⽔分量を減らし、より効果を得られるように有効成分の濃度を上げました。 

本来このようにして作られた製品の販売価格は⾼原価率もあり⾮常に⾼級となりま

すが、 

〝川崎の恵〟はより多くの⼈たちに⼿に取って頂き永く愛して頂けるように、 

販売価格は精⼀杯頑張りました。 

 

 

 

 

 

シャンプー〝空〟ベタインとは 

 ベタインとは、砂糖⼤根（ビート）由来のアミノ酸系保湿成分のことで、 天然由来

成分なので肌や頭⽪にも優しいものです。 

 ⾚ちゃん⽤のシャンプーにも使⽤されるほど低刺激で、 普通のシャンプーとは異な

り⽬に⼊れてもあまりしみません（絶対にではなく、あまりしみません）。化粧品に



も使⽤されるほど保湿⼒があり、肌や髪に吸着しやすい性質もあるので乾燥⽑やダ

メージ⽑にも有効です。 

⽣分解性（微⽣物に分解される性質）が ⾮常に⾼く、環境にも優しいです。 

泡⽴ちが良く、あらゆる髪質も気持ちの良い洗い⼼地を得ることができます。 

〝空〟はとても優しいシャンプーです。 

 

  

 

 

トリートメント〝⻘〟ヘマチンとは 

 

ヘマチンとは、⾎液中のヘモグロビンを電気的に分離してヘマチンとグロビンに分

けたものです。 

ヘマチンはグロビンと結合して⾎液の主成分であるヘモグロビンを形成しています。 

このへマチンはグロビンと離れている状態だと⾮常に不安定で、何かに結合しよう

とします。ヘマチンを髪の主成分であるケラチンと結合させると、ケラチンがグロビ

ンと分⼦構造が⾮常に似ているため、しっかりと結合します。 

なので髪の成分をつくり、痛んだ髪を補修してくれる働きがあります。 

本来体内に酸素を運ぶ役割をしているので酸素を吸収する⼒が⾮常に強いのが特徴

です。 

酸素を吸収する⼒が強いため、⽼化や抜け⽑を促進する活性酸素を除去してくれる



働きも持っているので、髪を若々しく保つためにとても有効な成分です。 

 パーマやカラーをした後に⽑髪内部に残るアルカリの除去する効果や、カラー剤の

褐⾊防⽌効果もあります。 

メラニン⾊素を復元する効果もあるとされているので、⽩髪予防にも有効と⾔われ

ています。 

紫外線吸収効果があり、紫外線からのダメージが軽減されます。 

以上の効果は、ヘマチンとケラチンが結びついて作⽤する為、洗い流しても効果が継

続されます。 

〝⻘〟は使い続けることでより効果を感じられるトリートメントです。 

 

 

 

 

プロテクション〝愛〟天然オイルについて 

 

天然オイルが多く配合されている洗い流さないオイルトリートメントは、つけすぎ

るとベタついてします。 

ほぼシリコン系の洗い流さないオイルトリートメントは、つけすぎてもベタつきは

少なく、サラサラにまとまります。 

〝愛〟は本当に良質な天然オイルをしっかり配合して開発した為つけすぎるとどう

してもベタついてしまいますので、初めは 1〜2 プッシュずつ馴染ませて頂くことを



お勧めします。 

髪質・⽑量・ダメージ・ヘアスタイル・お好みによって、適量は様々です。使いなが

らそれぞれに合うヘアケアを是⾮お楽しみくださいませ。 

 

 

 

 

 

プロテクションスタイリング〝緑〟PPT と PPT 誘導体とは 

 

PPT とは、天然由来のタンパク質加⽔分解物（ポリペプチド）のことです。タンパ

ク質と同じようにアミノ酸が連なって構成される成分で、分解して⽔に溶けやすく

なっているので化粧品に配合しやすく、髪の補修効果などのトリートメント効果を

持つ成分です。 また、髪の⽑もタンパク質でできているので、PPT は髪の⽑の類似

成分と⾔えます。 

PPT 誘導体とは、PPT の分⼦の⼀部を化合物と結合させたものです。 

PPT 本来の性質を変えず、新たな機能を追加することができます。 

ヒドロキシプロピル加⽔分解ケラチン（⽺⽑から採れるケラチンタンパク質を分解

し、カチオン化して吸着しやすくした加⽔分解ケラチン）は、カチオン化によりイオ

ンをプラス（陽）化することで、ダメージを受けてマイナスイオンを帯びた原⼦に対

して、修復成分をプラスイオン化することで吸着性をよくするという働きがありま



す。特に⽑髪は⾃⼰修復作⽤がないため、補修成分をカチオン化することで髪のキュ

ーティクルを保護し、ダメージを補修させます。 

この硬さを与えられるケラチンだったり、パルミチン酸セチルやシクロペンタシロ

キサンで粘度を与えたり伸びを良くしたりし、現在市場に類似品の無い製品を開発

しました。 

〝緑〟は稀有稀少なプロテクションスタイリングです。 


